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原価低減に

Development of the Fuel Cell System of the World First Commercialized FCV

飛び道具はない

トヨタ自動車（株）

世界で初めて燃料電池車の一般販売を可能とした
燃料電池システムの開発

4Chapter
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原価低減に飛び道具はない
―トヨタ自動車（株）―

トヨタ自動車（株）

原価低減の
三原則

　1990年代，世界の大手自動車メーカーは
こぞって燃料電池車の開発を本格化させた．
そして2000年前後からは，実証実験車を
市場に投入し，市販へ向けた知見の収集に
取り組んだ．
　しかし，ある特定の利用者に限定される
ことなく，広く一般に誰もが購入できる
燃料電池車の販売は，日本が先行し，ト
ヨタ自動車と本田技研工業のみが市販にこ
ぎつけた．なかでもトヨタの燃料電池車
MIRAIは，2014年12月に世界初の市販車
となり，販売価格も723.6万円（消費税込
み）という，トヨタの最上級車種であるク
ラウン・マジェスタ並みの価格を実現した．
しかも，環境車としての補助金や優遇制度
を活用すると，最大で約225万円相当が差
し引かれるため，実質500万円ほどで購入
できる．これは，クラウンのハイブリッド
車と同等の値段となる．
　実証実験車の段階では，1台1億円など
と噂されてきた燃料電池車だが，補助金や
優遇制度を加味すれば，その約1/20にま
で値段が下げられたことになる．身近な金
銭感覚でいえば，1万円の品物を500円に
まで値下げしてしまうための開発が，どの
ように行われたのか．燃料電池車の一般販
売を可能とした燃料電池システム開発を牽
引してきた，先進技術開発カンパニー FC
技術・開発部 主査の木崎 幹士は，原価低
減のとりかかりをこう話す．
「燃料電池の原価低減では，大きく三つの
やり方があります．量産効果を出すこと，
性能を上げることにより小型化することで
使う材料を減らす，そして，統廃合を進め
簡素化することです．それ以外に，燃料電

池の場合は，燃料電池固有の高額材料をい
かに安くできるかもあります．
　当初，社内では1億円などと言われた燃
料電池車を，そう簡単には安くできないだ
ろうといった雰囲気もありました．そこ
で，生産技術にも知見のある浅井が，部品
をこう作れば安くできるというような具体
的，かつ精緻な企画を立ててくれたことに
よって，〈これならできるのではないか〉
という潮目に変わり，社内的にも『燃料電
池，行けー！』となっていったのです」．
　具体的な原価低減のための精緻な企画と
は，どのようなものだったのか．Mid-size 
Vehicle Company MS製品企画 ZF技範の
浅井 尚雄は，次のように解き明かす．
「燃料電池の場合，良いものを正しく組み
立てれば良いものができる，というもので
はありません．そこが不思議なところです．

そこで，生産技術を含めた工程設計から
入っていかなければならないのです．同時
にまた，燃料電池の周りにある補器部品に
ついては，モータなどハイブリッド車の技
術を利用しながら細かく解析し，一つひと
つの機能部品から電線に至るまで，これは
どういうものであるのかという位置づけを
しっかり決めていきました．そのように具
体的な実態を社内や部品メーカーに見せて
いくことによって，開発を応援せざるを得
ない状況になっていったのです．
　さらに，トヨタと，トヨタグループの企
業の実力に負うところが大きかったと言え
るでしょう．たとえ綿密な計画が立てられ
ても，それを受け止め，実現できる土壌が
なければ到底できないことでした．
　こう話していくと，何か難しいことのよ
うに聞こえるかもしれません．しかし，実
は，原価低減に飛び道具はなく，無くす，
減らす，変える（高いものは安いものにす
る），この三つをやり遂げるしかないので
す．原価低減の原点は変わりません．そこ
に向かって，開発の方向性がきちんと示さ
れれば，おのずと進んでいきます」．
　特効の魔法はなく，愚直に原価低減の三
原則を進めるだけということだ．

実証実験の段階で，FCVは1台1億円といわれた．
とても一般市販できるレベルではない．
トヨタがとった原価低減の技術は地道な三原則の積み重ねであった．
その結果，補助金や優遇制度を活用すると，
実質500万円のFCVが実現したのである．

1台1億円とも言われた車両のFCシステム原価を1/20まで

　世界初の一般販売を実現したトヨタの燃料電池車 MIRAI の，市販へ向けた原価低減の技術
開発である．もちろん，安く作るだけでなく，量産市販車として魅力ある商品性を備えていなけ
ればならない．原価低減で大きな効果を発揮した開発の一つは，燃料電池の発電に欠かすこと
のできない水の補給を行う加湿器の撤廃である．燃料電池は，水素と酸素の反応後，電気を
生み出すと同時に水を生成する．その水を循環させ，活かすことで，追加装備である加湿器を
無くすことに成功した．同時にまた，水素と酸素の反応を促す触媒に使われる白金の使用量や，
水素貯蔵タンクに使われるカーボンファイバーといった高価な材料の削減も行い，さらに，世界
トップレベルの燃料電池性能を実現するため，革新的 3D ファインメッシュ流路という空気流
路の開発も行われ，実証実験車では１台１億円とも噂された燃料電池車 FC システムの原価を，
1/20 にまで圧縮し，世界初の市販に結びつけたのである．

写真：TOYOTA
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水が生成されるのだから
加湿器はいらないのではないか

　そのうちの，「無くす」の筆頭に挙げら
れるのが，加湿器を無くしてしまうこと
だった（図1）．
　燃料電池による発電には，水素と酸素の
イオン伝導を行う電解質膜内のため，膜に
適度な水分が不可欠で，トヨタを含め世界
の燃料電池車には加湿器がこれまで装備さ
れてきた．これを，原価低減のために無く
してしまおうというのである．
　木崎は，この発想をいとも簡単に話す．
「燃料電池は，発電の過程で水が生成され
ます．水が出てくるのになぜ追加の加湿器
が必要なのか？　そこに当初から疑問を感
じていました．そこで加湿器を外せるかど
うか，データに基づき，なおかつどう運転
すれば実現できるかを設計が検討したので
す」．
　実際に設計を担当した技術開発本部 FC
技術・開発部 FC機能設計室 FC評価グルー
プ長である窪 英樹の口から，思わぬ答え
が返ってきた．
「予備検討からMIRAIが完成するまで7〜
8年の歳月がかかりましたが，はじめのう
ちは加湿器無しでも意外と普通に発電でき，
苦労はありませんでした．電極だけの実験
セルや，小さなモジュールを使った試験で
は，発電できたのです．さらにモジュール
の数を増やしてみたり，白金を減らしたり
しながら，燃料電池以外の部分も簡素化し
ていっても発電できました」．
　ほかの自動車メーカーからも，加湿器を

無くすことはできないとの声を聞いていた
だけに，拍子抜けするような結果だった．
ところが…
「クルマに燃料電池を搭載し，走らせてみ
たら，問題が起きたのです．ドライバーは，
いろいろなアクセル操作を行うため，そう
した様々な状況で十分に発電できないこと
が起こりました．
　改めて振り返ってみれば，我々は燃料電
池のことを熟知していますし，また実験担
当として燃料電池が可愛いですから，研究
室内で，発電できるような条件で実験に取
り組んでいたと言えるのです」．
　木崎は，このときの様子を，「燃料電
池としては，MIRAIで実用化したときと
同等の114kWの性能を持っていましたが，
クルマに載せてみたら，半分くらいの出力
しか出ませんでした．加速しようとアクセ
ルペダルを踏み込んでから，10〜20秒く
らい待たないと期待された出力に追いつか
ないのです．それでは使い物になりません．
　担当役員からも，性能評価の担当者に任
せるだけでなく，開発者自ら運転し，走ら
せながら開発しなければダメだと言われま
した」
　さっそく窪は，出力が追いつかない原因
を探り始めた．
「セル内にセンサを取り付けてみると，発
電しているところと，発電していないとこ
ろがあり，また生成水が欲しいところにな
かったり，逆に多すぎたりと，偏っている
ことが分かりました．加湿器があれば均一
に水が行き渡り，そういうことは起こらな
いのですが，加湿器を外して実際にクルマ
で走ってみると，そういうところが見えて

きました」．
　解決のため，水素と酸素が反応し，それ
によって発電後に排出される生成水を燃料
電池の水素側へ回す，カウンターフローと
いう手法を用いることになる（図2）．
「その考え方は以前かあり，目新しいとい
うわけではありません．ただ，それを本格
的に活用し，加湿器を無くすところへ攻め
た開発をして実用化したのは，トヨタが初
めてだと思います」と窪．続けて，
「水素側へ生成水を戻すためのポンプなど，
技術面だけでこれが実用化できたわけでは
ありません．アクセルペダルが踏まれてい
れば，生成水が出てきますから余るほど水
は得られるのですが，一定速度で走行した
り，普段からあまりアクセルを強く踏み込
まないようなお客様であったりすると，水
が足りなくなり，ポンプで水素側へ戻す以
上に水が外へ逃げてしまうことになります．
そこで，どのように生成水を水素側へ戻し
たらいいか，制御の重要性が出てきまし
た」と話す．
　木崎は，「出力と関係なくポンプを回す
ことで，乾いている方へ空気側の水を戻す
制御をしているのです」と補足する．
　ここでも原価低減の視点は不可欠であっ
た．浅井は，
「イオン交換膜，ポンプの能力，コンピュー
タ制御の三つがそれぞれ機能分担を行い，
うまく性能を出すことによって，ある一つ
の部分に大きな費用が掛かってしまうのを
抑えられます．総合力で解決していくこと
が大切なのです」と，原価の視点に立った
開発の仕方を説明するのである．
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図1　自己加湿による加湿器の廃止 図2　新型セルの流路構造
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原価低減に飛び道具はない
―トヨタ自動車（株）―

貴金属の白金を
どこまで減らせるか

　次は，原価低減の三原則の一つ，「減ら
す」にまつわる開発だ．
　燃料電池で発電を促すために必要なのが
白金触媒である．この白金は，貴金属のた
め非常に高価だ．その使用量を減らすこと
は，燃料電池車を開発するすべての自動車

メーカーが目指すところである．そこを
担ったのは，無機材料技術部 触媒設計室 
グループ長の水谷 宣明である．
「原価低減といって，真っ先に目を付けら
れるのが材料です（笑）．触媒がなければ
発電できないわけですが，では，どうやっ
て減らすことができるかを考え抜きました．
白金のところに水が反応物質を運んで来て
発電が起こるのですが，水が届かないとこ
ろに白金があっては無駄になります．そこ
に目を付けました．
　触媒はカーボンの上に白金が載っている
構造で，白金はできるだけ分散し表面積を
稼ぎたいため，従来はカーボンに開いた穴
に白金がついていました．しかしそこに水
が届かなければ無駄になります．今回取り
組んだのは，穴のないカーボンの表面に白
金を付けることでした．カーボンの表面に
白金がついていれば水と接触できますから，
無駄を省けます．
　しかし，単にカーボンの表面に白金を付
けるだけでは，白金同士が固まって，逆に

表面積を減らしてしまいます．そこで，小
さい粒のまま白金を穴のないカーボンに付
ける材料開発を，材料メーカーと一緒に行
いました（図3）．また，ガス拡散層の開

木崎 幹士 Mikio KIZAKI

トヨタ自動車株式会社
先進技術開発カンパニー
FC技術・開発部 主査

「自動車技術会という権威ある機関
から，賞を戴けて，純粋に，光栄で
あり感謝しています．第 60 回の際
にも，氷点下での始動性や，航続距
離の延長で受賞し，次はもっといい
開発でもう一度挑戦しようと思って
いましたので，それを達成できた感
慨があります」

浅井 尚雄 Hisao ASAI

トヨタ自動車株式会社
Mid-size Vehicle Company
MS製品企画 ZF技範

「自動車産業にかかわるものとして，自
動車技術会から賞を戴けるのは一番有
り難いことです．開発している最中は，
このようなことは想像もつかず，いま嬉し
く思っています．愛・地球博の折に両
親に燃料電池バスに乗りたいとせがま
れ，好きだった箱根駅伝の先導車両を
MIRAI が務めることを見せることができ，
そして賞を戴けたらという三つの願いを
かなえることができ，両親に報告できまし
た．大勢の人たちの努力によって果た
せたことであり，仲間に感謝しています」

窪 英樹 Hideki KUBO

トヨタ自動車株式会社
先進技術開発カンパニー
FC技術・開発部 FC機能設計室
FC評価グループ長

「自動車業界の賞を戴くことができ，
光栄で，嬉しい受賞だと感謝してい
ます．開発中は帰宅が遅くなり，子
供と会えるのが朝くらいでしたが，
その頑張りが形となり，いい記念に
なりました．ありがとうございます」

水谷 宣明 Nobuaki MIZUTANI

トヨタ自動車株式会社
無機材料技術部 触媒設計室
グループ長

「周りの方々に支えられ，その代表とし
て受賞させていただき，有り難いと思っ
ています．材料を担当するなかで，燃料
電池車がなかなか世に出せない期間も
長く，その間，予算も人員も削減されて
きましたけれども，やり続けたことで市販
にまで到達し，そしてこの受賞にもつな
がり，大変嬉しく思っています」

大神 敦幸 Nobuyuki OGAMI

トヨタ自動車株式会社
先進技術開発カンパニー
FC技術・開発部 水素貯蔵設計室
先行開発グループ長

「素直に，ありがとうございますとい
う思いです．開発したメンバー全員の
成果だと考えています．帰宅の遅い
日が続き，家族にもずいぶん苦労を
かけたなと思っていますが，この受賞
で理解もしてもらえたと思います」

図3　開発されたカーボンの表面に
白金が付けられた材料
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発と合わせ，システムとして総合力を発揮
させました．
　材料では，実際にはやや原価を上げてし
まうところがあります．しかし，新たな成
果を得るためどこか一つは技術で頑張らな
ければならないところがあるのです．それ
を達成することで，全体として原価低減を
果たせるなら，多少のコスト高は認めて戴
けることでした．材料として成果を出すま
で苦しかったですが，同時に材料開発の面
白さも改めて経験しました」．
　同時に，燃料電池の小型化によって「減
らす」を実現したのが，空気流路の3Dファ
インメッシュ流路開発である．ここで再び
窪の登場となる．
「流路の溝の弱点は，溝が接触していると
ころだけ発電し，浮いて隙間のあるところ
では発電できないことです（図4）．そこで，
全体が均一に押さえられる構造はないか，
いろいろな溝を試しました．そして，拡散
層をヒントに，機械加工ができる3Dファ
インメッシュ流路に行き着いたのです（図
5）．拡散層を上手に使い，均一に空気流路
を押さえ，ガスを均一に電極に拡散し，生
成水も均一に出ていく構造です．拡散層を
うまく使うというところが発想の転換とな
り，スッキリ腑に落ちる構造を実現するこ
とができました」．
　浅井は付け加えて，「機械加工によって
同じものを何枚もプレス成型できる点で，
安く量産できる効果があります．クルマに
搭載される一つの燃料電池スタックで370
枚のセルがあり，それをたとえば3000台
用意するとしたら，110万枚以上という数
に上ります．この成型はどのメーカーでも
できることではなく，トヨタグループ各企
業の力量が発揮された点ではないでしょう
か」と，話す．
　年間1000万台前後にのぼる自動車販売
で世界一を競う，トヨタならではの底力と
言えるだろう．
　また，木崎は，「料理用ラップのような
薄い高分子膜に，しわにならずきれいに白
金を塗っていくことなど，そこはトヨタの
生産技術部門の力量がものをいっています
（図6）．私はかつてエンジン開発をして
いましたが，エンジンでは考えられないよ

うな生産技術が必要です」と，燃料電池車
特有の生産技術の難しさに言及した．

カーボンファイバーを
20％削減したタンク

　原価低減は，燃料となる水素を貯蔵する
タンクにも及んでいる．そして，タンクで
使用されるカーボンファイバーの使用量を
20％削減したのである．
　先進技術開発カンパニー FC技術・開発
部 水素貯蔵設計室 先行開発グループ長の
大神 敦幸は，

「高価な材料であるカーボンファイバーの
使用量を減らすため，若手設計者とCAE
担当者が頑張りました．これまでは，タン
クの端の丸みを持つ部分と，胴体の筒の部
分との結合部だけを補強するためにもかか
わらず，全体に巻かれてしまうカーボン
ファイバー層が何層もありました．そこで，
それらの層を無くすためのライナー形状を
考え，強度を確保しながらいかに無駄を省
けるか，まずCAEで確認を繰り返しまし
た（図7）．そのうえで，実際にライナー
型を起こし，設計通りに物が作れるか，強
度を保てるかを検証していきました．こう
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原価低減に飛び道具はない
―トヨタ自動車（株）―

して新しいライナー形状にうまく積層する
構成を作り上げました．当然ながら，生産
での若干のばらつきも考慮して，強度を確
認しています．
　また，トヨタの水素タンクは，口金が他
社に比べやや大きめです．口金のアルミニ
ウム合金も高価な材料ですが，カーボン
ファイバーに比べれば安価です．口金を大
きくすることでカーボンファイバーに発生
する反力を軽減しながら，使用量を減らす
ことができ，原価低減に貢献しています．
　一つひとつの構成部品単位で考えるので
はなく，全体で最適な解答が得られるもの
づくりになっていると思います」．
　浅井は，「原価低減と口で言うのは簡単
です，しかし，ではどうやってそれを実現
するのか．そのために，開発プロジェクト
のみんなが付いてきてくれなければ達成で

きません．そこに知力を結集できたことに，
この開発の凄さがあると思っています」と，
開発の要を語る．
　加えて木崎は，「世の中のためになると
いう燃料電池車の重要性を，開発の全員が
深く理解していたのも，世界初の燃料電池
車市販にこぎつけた大きな背景になってい
ると思います．その高い志が，幾つもの危
機を乗り越えさせたのではないでしょう
か」と振り返る．
　この開発を通じ，水谷は，「無理だと思っ
たらできなかった開発だったと思います．
上司からは，常に，どうすればやれるのか
提案してくれと言われてきました．そして
やってみて，やり切れたことが自信につな
がっています」と話す．
　窪も，「最後まであきらめず前向きにや
り続けたことで，上司に言われたことがや

がて自分の目標になり，やり切れたという
自信につながったと思います．また研究室
での実験だけでなく，クルマ作りに通じる
仕事ができ，辛かったけれど，終わってみ
れば楽しく嬉しい時間を過ごせたと思って
います」と振り返るのである．
　大神は，「問題が生じたとき，いろいろ
な知恵を持つ人たちが集まることで，多く
のことが解決できることに気づかされまし
た．課題を一つひとつ解決していくトヨタ
の力を実感した開発でした」と語る．
　原価低減で牽引役となった浅井は，「原
価低減に飛び道具はないと言いましたが，
当たり前のことを確実にやることが成果に
つながっていくことを，まさに実感しまし
た．
　そして，木崎は，「この開発プロジェク
トは，地球だとか，未来のためにやってい
るというのが背景にあり，そのように開発
の目標が大きいと，普段起きる課題が，ちっ
ぽけなことで悩んでいると思えるようにな
ることを学びました」と，ビジョンの大切
さを話す．
　トヨタの燃料電池車MIRAIは，2016年
の9月時点で累計2000台を販売し，年間
2000台の生産体制は整えられている．
「燃料電池車の生産は，たとえ困難があっ
ても誰かがやらなければならないこと」と，
浅井は最後にその大義を語った．

開発棟には従来のスタック，燃料タンクなどが展示されていた




